
２０２１年度　共通補助券　利用施設一覧表　(2021年2月末現在）
再発行はできません。大切に保管してください。 《保存期間：2021.4～2022.３》

・本券は下記施設にて、１人１回につき1枚まで、会員と登録家族の方のみご利用いただけます。
※はとバスのみ１人1回につき５枚(2,000円分）まで利用可能
★会員番号と会員氏名は必ずご記入ください！
・営業日・時間及び料金が変更となる場合があります。詳細については、直接各施設へお問い合わせください。
・利用施設で入場券を購入の際に本券を提出（※会員証割引対象施設は会員証も提示）し、本券と補助金額を差し引いた料金をお支払いください。
・各施設のプール、入浴施設ご利用について、刺青、タトゥー(シール、ペイントを含む)のある方、泥酔、ペットをお連れになっての入場は固くお断りしております。

・本券はコピー、転売、譲渡不可

有効期間　2021.4.1～2022.3.31 ★補助券は各施設1人1回につき1枚まで利用可能
入浴施設一覧表

備考 電話番号☎ 通常料金 会員負担料金 会員証提示割引 住所

平日 ¥2,768

土・日・祝日 ¥2,988

特定日 ¥3,098

平日 ¥2,218

土・日・祝日 ¥2,438

特定日 ¥2,548

4才～小学生 一律 ¥1,078 ¥150

平日 ¥1,888

土・日・祝日 ¥2,218

特定日※ ¥2,548 ¥2,148

平日 ¥858

土・日・祝日 ¥968

特定日※ ¥1,078 ¥678

中学生以上 ¥1,500 ¥900
小学生 ¥1,000 ¥500

平日 ¥2,850 ¥2,150
土・日・祝日・
特定日 ¥3,250 ¥2,550
平日 ¥2,070 ¥1,550
土・日・祝 ¥2,370 ¥1,750
特定日 ¥2,470 ¥1,800

中学生以上 ¥2,750 ¥1,525
4才～小学生 ¥1,375 ¥560

平日 ¥1,500 ¥800
土休日・繁忙
期 ¥1,800 ¥1,100
平日 ¥750 ¥200
土休日・繁忙
期 ¥900 ¥350
平日 ¥1,100 ¥600
土休日・繁忙
期 ¥1,330 ¥830
平日 ¥700 ¥200
土休日・繁忙
期 ¥850 ¥350
平日 ¥1,980 ¥1,480
土日祝・特定
日 ¥2,180 ¥1,680
GW・7～9月
の特定日 ¥3,660 ¥2,909
上記以外 ¥3,120 ¥2,423
GW・7～9月
の特定日 ¥1,782 ¥1,203
上記以外の
月～土・祝 ¥1,512 ¥960
平日 ¥1,320 ¥820
土・日・祝 ¥1,540 ¥1,040
平日 ¥1,320 ¥820
土・日・祝 ¥1,540 ¥1,040
平日 ¥750 ¥300
土・日・祝 ¥850 ¥400
平日 ¥720 ¥270
土・日・祝 ¥850 ¥400

大人
（中学生以上）

特別料金 ¥1,650
小人
（３歳～小学
生）

特別料金 ¥825

★会員証をご提示ください。

※上映中の映画利用については、ご利用いただける作品もありますので、取扱窓口にお尋ねください。

※窓口は閉店となる可能性がございます。ご確認の上ご利用ください。

●チケットポート 〇横浜店　横浜駅東口地下街ポルタ内
〇渋谷店　渋谷１０９　2階 〇新宿店　伊勢丹会館　B1階
〇池袋店　池袋パルコ　6階 〇東京店　大丸東京店　11階
〇銀座店　銀座ファイブ　1階 〇大宮店　大宮ソニックシティホール１階

○

〇

4

12

9

042-685-2641

中学生以上

3才～小学生

○

0550-22-1126

※3才未満無料

0466-29-0688 ○

○
※3才～小学生は対象

外
03-3398-4126

 東京都江東区青海2-6-3

中学生以上
（ナイター） ¥1,198

※4才未満無料

¥1,158

¥128

047-304-4126

中学生以上

4才～小学生

03-5500-1126

中学生以上

千葉県浦安市日の出7-3-12

○

東京都杉並区上萩1-10-10

10 ※未就学児入館不可

東京都豊島区東池袋4-25-9
タイムズステーション池袋10階～12階

平日

山梨県富士吉田市新西原4丁目17-1

5

03-3836-7878

※小学生以下入館不可 03-3990-4126

6

中学生以上

※18才未満入館不可 18才以上

浅草ROX
まつり湯

（

Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
倶
楽
部
）

東京荻窪 天然温泉

なごみの湯

江の島
アイランドスパ

神奈川県相模原市緑区若柳1634番地

神奈川県藤沢市江の島2-1-6

大江戸温泉物語
浦安万華郷
※特定日

(5/1～5/4、8/11
～8/14、12/29

～1/3）

箱根湯寮 ○

○

×

タイムズ
スパ・レスタ

豊島園　庭の湯

○

東京都練馬区向山3-25-1

※4才未満無料
※休日割増　330円
　深夜割増　275円
(いずれも大人・小人共
通）

○ 東京都台東区浅草1-25-15　ＲＯＸ7階

神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ澤４

○

※特定日は対象外

全日

※利用上の注意

施設名

03-5979-8924

※小学生未満入場不可3 0460-85-8411

※小学生未満入館不可

券種

2

ふじやま温泉7

中学生以上

４才～小学生

中学生以上

中学生以上

小学生
※日曜入館不

可

中学生以上

1

¥1,598

さがみ湖温泉
うるり8

東京お台場
大江戸温泉

物語

映画前売利用補助券取扱窓口一覧

神奈川県川崎市宮前区宮前平2-13-3

神奈川県横浜市湊北区樽町3-7-61

東京都調布市若葉町2-11-2

神奈川県横浜市青葉区すすき野3-2-7

東京都渋谷区笹塚1-58-6　マルシンビル10階15
マルシンスパ

（笹塚）
（男性専用） 03-3376-5225 全日

044-860-2641

綱島源泉
湯けむりの庄

13 天然温泉  仙川
湯けむりの里

14

天然温泉
すすき野

湯けむりの里

※小学生以下補助対象外

045-545-4126

03-3309-4126

045-905-2641

11 宮前平源泉
湯けむりの庄

湯
け
む
り
の
庄
・
湯
け
む
り
の
里

共通補助券を利用すれば会員料金
でお得に施設の利用ができるよ！

mailto:greatirumana@docomo.ne.jp


２０２１年度　共通補助券　利用施設一覧表(2021年2月末現在）　
再発行はできません。大切に保管してください。 《保存期間：2021.4～2022.３》

・本券は下記施設にて、１人１回につき1枚まで、会員と登録家族の方のみご利用いただけます。
※はとバスのみ１人1回につき５枚(2,000円分）まで利用可能
★会員番号と会員氏名は必ずご記入ください！
・営業日・時間及び料金が変更となる場合があります。詳細については、直接各施設へお問い合わせください。
・利用施設で入場券を購入の際に本券を提出（※会員証割引対象施設は会員証も提示）し、本券と補助金額を差し引いた料金をお支払いください。
・各施設のプール、入浴施設ご利用について、刺青、タトゥー(シール、ペイントを含む)のある方、泥酔、ペットをお連れになっての入場は固くお断りしております。
・本券はコピー、転売、譲渡不可
有効期間　2021.4.1～2022.3.31 ★補助券は各施設1人1回につき1枚まで利用可能
遊園施設一覧表 ※はとバスのみ１人1回につき５枚(2,000円分）まで利用可能

電話番号☎ 通常料金 会員料金 住所

大人 ¥4,800 ¥3,700
小人（小学生） ¥2,500 ¥1,700
シルバー（65才～） ¥3,360 ¥2,960
大人 ¥4,100 ¥3,200
小人（小学生） ¥2,100 ¥1,600
シルバー（65才～） ¥2,870 ¥2,470
大人 ¥2,800 ¥1,900

小人（4才～小学生） ¥1,400 ¥800

大人 ¥1,600 ¥1,000

小人（3才～小学生） ¥800 ¥300

大人 ¥2,700 ¥2,000
小人（3才～中学生） ¥1,400 ¥700
大人(18才以上） ¥1,800 ¥1,200
中高生 ¥1,500 ¥900
3才～未就学児 ¥1,000 ¥400
小学生・65才以上 ¥1,000 ¥400
大人(18才以上） ¥5,800 ¥5,200
中高生 ¥4,600 ¥4,000
小学生 ¥4,000 ¥3,400
3才～未就学児 ¥2,400 ¥1,800
65才以上 ¥4,000 ¥3,400
大人 ¥2,600 ¥1,800
中学生 ¥2,100 ¥1,300
小学生 ¥1,500 ¥800
2才～未就学児
61才～ ¥1,000 ¥300
大人 ¥3,100
中学生 ¥2,500
小学生 ¥1,900
2才～未就学児
61才～ ¥600
大人（18才～64才） ¥3,300 ¥2,900
小人・シニア
（3 才～17才・高校生・65才以
上）

¥2,500 ¥2,100
大人（18才～64才） ¥3,900 ¥3,300
小人・シニア
（3 才～17才・高校生・65才以
上）

¥2,800 ¥2,200
大人（高校生以上） ¥2,300 ¥1,600
小･中学生 ¥1,200 ¥600
幼児（4才以上） ¥700 ¥100
大人 ¥1,300 ¥750
小人（3才～小学生）
シニア（60才～） ¥850 ¥300

大人 ¥3,700 ¥2,500
小人（3才～小学生）
シニア（60才～） ¥2,700 ¥1,900

大人 ¥1,800 ¥1,100

小人（3才～小学生）
シニア（60才～） ¥1,100 ¥500

大人 ¥4,300 ¥3,500
小人（3才～小学生）
シニア（60才～） ¥3,500 ¥2,800

大人 ¥1,800 ¥750
中学生 ¥1,300 ¥400
小学生 ¥900 ¥150
3才～未就学児 ¥500 ¥0
大人 ¥2,500 ¥1,850
高校生 ¥1,700 ¥1,130
小･中学生 ¥1,200 ¥680
3才～未就学児 ¥800 ¥320
大人・高校生 ¥3,000 ¥2,200
シニア（65才以上） ¥2,500 ¥1,750
小・中学生 ¥1,800 ¥1,100
幼児（4才以上） ¥900 ¥300
大人・高校生　通常期 ¥5,500

冬期（12/1～2/28） ¥5,000
シニア（65才以上）/小・中学
生
 通常期

¥3,900

冬期（12/1～2/28） ¥3,600

幼児（4才以上）　通常期 ¥2,200

冬期（12/1～2/28） ¥2,000
大人 ¥2,700 ¥2,030
中人（中･高校生） ¥1,900 ¥1,310
小人（3才～小学生） ¥1,500 ¥950

～はとバス補助券ご利用方法について～
1.対象期間のバスツアーから、希望のコースを選び、取扱営業所または予約センターへ『渋谷区勤労者福祉公社の会員』であることを伝え
　右記記載の取扱営業所に電話でご予約下さい。

2.予約後、取扱営業所に「補助券」・「会員証」を持参の上、旅行代金（5％引き後）から補助額を差し引いた金額をお支払いください。
　（※現金もしくはクレジットカードでのお支払いとなります。） ☎
　※きんぷく会員証の提示により、会員と同行者3名までは旅行代金が5％引きとなります。（一部割引除外の商品あり）
3.お申し込み時にツアーの催行が未確定でも、旅行契約上旅行代金をお預かりします。
4.一般のお客様と同乗のツアーにつき、公社の添乗はありません。
5.旅行については、旅行会社と参加される方との個人契約となります。
6.営業所・予約センターの営業時間については、はとバス公式HPにてご確認ください。

    （※インターネット予約、2,000円未満の商品は対象外）

施設名 券種

１Ｄayパス
（夏季）

7/1～9/30

8
マクセル

アクアパーク品川

3

那須高原

りんどう湖　ファミリー牧場 0287-76-3111

群馬サファリパーク 0274-64-2111

0288-77-17771

入園料

03-5421-1111

栃木県那須郡那須町高久丙414-2

4 入園料 群馬県富岡市岡本1番地

ワンデーパス

東京都稲城市矢野口４０１５－１044-966-1111よみうりランド5

入園料

栃木県日光市柄倉470-2

2 入園料 栃木県日光市鬼怒川温泉大原２０９－１

フリーパス

東武ワールドスクウェア 0288-77-1055

14時以降
フリーパス
（冬季13時

以降）

江戸ワンダーランド　日光江戸村

東京都あきる野市上代継６００

東京都多摩市落合１－３１

6 東京サマーランド 042-558-6511

１Ｄayパス
（通常期）
4/1～6/28

価格未定
のため

決まり次
第掲載

7
サンリオ

ピューロランド
042-339-1111

9:30～17:00
(休館日を除く)

パスポート
（平日）

パスポート
（土日 ・ 祝 日 ・ サンリオピューロ

ランドの指定する学校休日）

東京都港区高輪４－１０－３０

ぐりんぱ9 055-998-1111

入園料
静岡県裾野市須山字藤原２４２７

ワンデークーポン

入場料

10
さがみ湖リゾート

プレジャーフォレスト
0570-037-353 神奈川県相模原市緑区若柳１６３４

京急油壺マリンパーク11 046-880-0152 入園料 神奈川県三浦市三崎町小網代1082

入園料

フリーパス
（セット券入園+乗り放題）

0466-29-9960

入場料
※高校生は生徒
手帳等を提示

神奈川県藤沢市片瀬海岸２－１９－１

アクアリゾーツパ
ス

（水族館4施設）

神奈川県横浜市金沢区八景島

東京都江東区有明1丁目３－３３
有明物流センター

045-788-8888

03-5843-8660

横浜・八景島
シーパラダイス

スモールワールズ

¥4,300

¥2,900

¥1,500

ワンデーパス
（ｱｸｱﾘｿﾞｰﾂﾊﾟｽ

+
ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞﾊﾟｽ）

入園料

☎03-3761-1100

※利用上の注意

東京営業所
☎03-3201-2725
浜松町総合センター
☎03-5777-1631
予約センター

はとバス（取扱営業所）
新宿営業所
☎03-3356-4270

池袋営業所

☎03-3988-6371

13

14

新江ノ島　水族館12

補

P-56

823

2212

共通補助券を使えば、
会員料金で遊びにいけるよ


	R3年度共通補助券対象施設(入浴施設）
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